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「率先垂範」と「児童が主体的に考える生活指導」 

                  生活指導主任 上田 博 

 

小日向台町小学校の生活指導の重点目標は次の２つです。 

「自他を大切にし豊かにかかわり合える子どもの育成」 

「健康で安全な生活ができる子どもの育成」 

これらの重点目標を達成するために、教職員は「率先垂範」と「児童が主体的に考える生活指導」を

意識しています。 

「率先垂範」は、「先に立って物事を行い模範となる」という意味です。児童は教職員をよく見ていま

す。挨拶や返事をしっかりする、正しい言葉遣いをする、時刻を守る、決まりを守る、思いやりや感謝

の気持ちをもつなどについて、教職員が日頃から当然のこととして実践し、児童が人とのよい関わり方

や健康で安全な生活について学べるようにしています。 

 また、「児童が主体的に考える生活指導」をするよう努めています。教職員が「～しなさい」「～して

はいけない」と伝えるだけでは、児童は決まりを守るようになりません。安心・安全な生活を送るため

には、どのように行動すべきなのかを考える機会をつくるようにしています。あいさつ週間には、２つ

の学年の児童が朝、校門前や昇降口前に立って、全校児童に挨拶をします。毎回元気で爽やかな挨拶が

響きます。振り返りでは「上級生が優しく教えてくれた。」「緊張したけれど、大きな声で挨拶をする

ことができた。」「他の学年の人に挨拶をできてよかった。」「挨拶を返してくれてうれしかった。」

などの声が聞かれました。あいさつ週間を通じ、元気で爽やかな声で挨拶をすることや自分から挨拶を

することのよさを感じることができたようです。 

11月はふれあい月間です。いじめをしない・許さないという意識を高めます。道徳や学級活動を通し

て、いじめのない学級、学校にするためにはどうすればよいかを考えられるようにし、それを標語に表

します。また、自分の思いや考えを正直に、自分も相手も大切にした方法で表現できるようになるため

に、アサーショントレーニングを行います。 

今後も、「率先垂範」と「児童が主体的に考える生活指導」を通して、児童が本校の重点目標を達成し、

笑顔あふれる学校となるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小日向だより 
学 校 だ よ り 11 月号 

ホームページ http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/ 

11月の生活目標 『仲良く助け合って生活しよう』     生活指導主任 上田 博 

東京都では毎年６月、11 月、２月をふれあい（いじめ防止強化）月間として、いじめや不登校、暴
力などの問題行動を未然に防止し、子供たちの健全育成を目指して取り組みを行っています。ふれあ
い月間には、いじめ防止に関する授業を行い、学校生活に関するアンケートを実施して、問題の未然
防止と早期発見・早期対応を図っています。 
本校では、『自分も友達も大切にし、安心して過ごせる学校』にするために、安心と信頼の学級風土

づくりに努め、児童が次の２点をできるようにしています。 
① 自分のよさを伸ばし、自信をもつ。（自己肯定感） 
② 互いのよさを認め合い、違いがあることを理解する。（他者理解） 
 
ご家庭でも、お子さんのよさについて、話す時間を作っていただきたいと思います。 

http://www.bunkyo-tky.ed.jp/kobidai-ps/


小日台ダンスフェスティバルを終えて        体育主任  吉原 佑樹 

今年度の運動会は、校舎増築工事、新型コロナウイルス感染症拡大防止を踏まえ、内容を縮小して、

「小日台ダンスフェスティバル」として実施しました。 

昨年度はオンラインでの配信だったこともあり、今年度は「直接、お家の人に見てもらうことができ

る！」と子供たちはより一層気合いが入っていました。練習中は、友達同士で教え合ったり、励まし合

ったりすることでお互いを高め合うことができました。 

また、異学年の表現を見合い、一生懸命拍手で称賛の気持ちを伝えていました。その後、兄弟学年に

対して手紙で自分の感じたことを書き表すことができました。 

精一杯の力で練習に取り組んだ結果、一人一人が「楽しかった！」、「頑張ってよかった！」など、達

成感や感動をたくさん味わうことができたと思います。 

今後も、子供たちが仲間と励まし合い、助け合い、一生懸命に頑張る姿勢や気持ちが育つよう私たち

教職員一同、全力で教育的活動に取り組んで参ります。これまでのご理解・ご支援、ありがとうござい

ました。 

 

委員会活動について                特別活動部委員会担当 吉田 莉来 

５・６年生が８つの委員会に分かれて活動しています。そのうち代表委員会には、４年生の６名が所

属しています。各委員会で、児童の自主性を生かし、学校のためにどんな仕事ができるかを委員長・副

委員長を中心に話し合いながら、進めています。毎日の休み時間のボールの片付け（運動委員会）や本

の貸し出し（図書委員会）、朝やお昼の放送（放送委員会）。毎月のお誕生日給食の準備（給食委員会）、

石鹸などの補充（保健委員会）、古紙回収（美化委員会）。先月は、児童集会で集会委員会が全校で楽し

めるように考えた「似顔絵集会」を運営してくれました。また、代表委員会が中心になって、小日台ダ

ンスフェスティバルや音楽会のスローガンを決めるなど、各委員会が多くの場面で活躍します。８つの

委員会の働きによって、楽しく豊かな学校生活を送ることができています。 

 

タブレットを使用した学習について             ３年 宇野 直木 

 昨年度からスタートした「１人１台タブレット」も２年目になりました。３年生は、国語科でローマ

字を学習しました。ローマ字を学習する前は、「手書き入力」や、「ソフトキーボード」、「音声入力」等

を用いて検索画面に文字を入力し調べ学習に活用していました。ローマ字を学習した後は、キーボード

を使ったローマ字入力に移ってきています。 

 タブレットは調べ学習以外にも活用されています。一人一人の意見をカードに記入し電子黒板に大き

く映し出して共有したり、調べ学習で見つけた画像や、表を、カードに貼り付けて発表に生かしたりし

ます。学級園で見つけた生き物をカメラで撮影したり、体育の技の様子を動画で記録して見合ったりも

しています。毎日、活用しているタブレットを学習の道具の一つとしてしっかりと活用している３年生

の姿に驚いています。 

 

小日向写真館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上記録会 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しいの木学級 

【活動紹介】 

〇ゆめゆめ遊園地 

しいの木学級では年に１回、しいの木学級の全学年合

同で「ゆめゆめ遊園地」という活動を行っています。児

童がそれぞれお店を出店し、友達・先生に楽しんでもら

います。「ゆめゆめ遊園地」という名前は３年ほど前に命

名したもので、今年度まで引き継がれています。それぞ

れの児童がやりたいと思った活動を出店につなげてい

くため、本番では自ら率先

して友達に関わり合い、楽

しむ様子が見られました。 

 学びの教室 

【活動紹介】 

〇話し合いビンゴ(コミュニケーション) 

 動物や食べ物のカードの中から、ビンゴカードのどこ

に何を書くか２人で話し合いながら決めます。ビンゴが

できたら、声をそろえて「ビンゴ！」と言えました。 

〇相談ボッチャ(運動) 

白ボールに向けて、先攻は赤、後攻は青のボールを 

それぞれ６球ずつ投げます。白ボールに近付けたり、

相手のボールを遠ざけたりなどの作戦を考えながら、

協力してゲームを楽しむことができました。 

  

１年生    
【活動紹介】 

11日(火)の音楽鑑賞教室では、ラテン音楽について楽

しく学習しました。 

18日(火)のセーフティ教室では、安全に登下校をする

ためのルールについて学習しました。 

【お知らせ】   

〇算数「かたちあそび」の用意について 

空き缶や空き箱などを１つか２つご準備いただき、

4日(金)までに持たせてください。 

〇生活科の朝顔リースの飾りについて 

毛糸やモール、はぎれ布、ボタンなどを少量、22日(火)

までにご準備ください。 

〇遠足について 

７日(月)に２年生と合同で光ヶ丘公園にバスで遠足に

行きます。遠足のしおりを読んで弁当などをご準備くだ

さい。雨天の場合は延期します。雨の場合でも、弁当の

準備をよろしくお願いします。 

〇音楽会の服装について 

 普段の服装で構いません。ジャージや擦れると音の出

るものはご遠慮ください。 

〇学校徴収金額の変更について 

 給食費 4320円、PTA会費 600円、教材費 1500円、 

合計 6420円を 11月７日に引き落とします。 

２年生 

 

【活動紹介】 

 ゲストティーチャーを招いて「走り方教室」を行い

ました。長い距離の走り方を学びました。３学期の持

久走の学習に活かしてほしいと思います。 

【お知らせ】 

〇算数「九九」について 

 11月・12月の音読の宿題は「九九」です。正しさ、

時間、サインをお願いします。音読集は、１月に再度使

用しますので、保管をお願いします。 

〇生活科「みんな なかよし 町たんけん」について 

 11 月 25 日（金）９時半～10 時半に、地域のお店に

見学へ行きます。水筒を必ず持たせてください。 

〇遠足（雨天延期）について 

11月７日（月）に光が丘公園にバスを使って１年生

と一緒に行きます。詳細は、後日配布するしおりをご

覧ください。雨の場合でも、弁当の準備をよろしくお

願いします。 

〇音楽会の服装について 

 上は明るめの色、下は何色でもいいです。ジャージ

や擦れると音の出る服装はご遠慮ください。11月 14日

(月)までに持たせてください。 

〇学校徴収金額の変更について 

 給食費 4320円、PTA会費 600円、教材費 1500円、 

合計 6420 円を 11 月７日に引き落とします。ご準備よ

ろしくお願いします。 

お知らせ 

【あいさつ運動について】 １、６年生が朝のあいさつ運動を 11 月７日から 11 月 11 日まで行います。 

【音楽会について】  18 日（金）児童鑑賞日 

19 日（土）保護者鑑賞日 

19 日（土）５時間授業で給食があります。 

21 日（月）振替休業日 ※詳細は後日配布するお知らせをご覧ください。 

 

にこにこ 😊え・が・お 



３年生 

 

 

【活動紹介】 
 11日（火）ラテンオーケストラ「エストレージャ」に
よる音楽鑑賞教室を実施しました。体育館で陽気な音楽
に手拍子をしたりダンスをしたりして楽しみながら鑑
賞しました。 
 
 
 
 
 
 
 
18日（火）アルソックによる「セーフティ教室」が行

われました。内容は「家に一人でいるとき」「スーパーマ
ーケットにいるとき」「旅行に行った先で」それぞれ地震
が起きた時にどのように行動すればよいか、考えまし
た。そのあと、「防災用伝言ダイヤル【171】」の使い方を
教わりました。毎月１日、15日には、練習ができるそう
です。一度、家でも練習しておくと心強いと思います。 
【お知らせ】 
〇11月１日（火）東京メトロによる「マナー教室」を実  
施します。ふだん利用している交通機関で気を付けな
ければならないことなどを学びます。 

〇音楽会の服装について 
 普段着で、上は白か明るめの暖色系（黄、橙、赤等）
をご用意ください。下は何色でもいいです。 

 ４年生 
 

 

【活動紹介】 

 10月 13日（木）に大塚警察によるセーフティ教室が
ありました。インターネットの使い方の話もあり、イ
ンターネットの怖さも知ったうえで正しく使おうとい
う思いをもちました。 
 10月 14日（金）にはブラインドサッカー体験をしま
した。ブラインドサッカーの日本代表選手が実演しな
がら教えてくださり、楽しみながら 
視覚ではなく聴覚を頼りに体を動か 
す体験をすることができました。 
【お知らせ】 
〇音楽会の服装について 
 普段着で、上は明るめの色をご用意ください。下は
何色でもいいです。ジャージや擦れると音の出る服装
はご遠慮ください。学校で着替えても、着用して登校
してもどちらでも構いません。ご協力をお願いします。 
〇自然体験教室について 
 11月 11日（金）に、高橋農園にて野菜の収穫体験を
行います。8：40に学校を出発してバスで移動します。
野菜を入れる大きなビニール袋とそれを入れる大きな
手さげバック、軍手（ゴム手袋）をご用意ください。 
雨天延期の場合は、７時 30分にフェアキャストでお知
らせします。ランドセルで登校させてください。 
〇社会科見学について 
社会科見学が決定しました。12月 21日（水）の午前

中に中央防波堤に行きます。弁当は必要ありません。 

  

５年生 

  

 

【活動紹介】 
 家庭科の調理実習でお味噌汁を作りました（感染症対
策のため前後半に分けて実習を行っているので、これか
らの子もいます）。包丁を使っての大根の皮むきに苦戦
していましたが、自分たちで作ったお味噌汁の味は格別
なようで、どの子も満足げでした。ぜひ、ご家庭でも美
味しいお味噌汁を家族の皆さんに作ってほしいと思い
ます。 
【お知らせ】 
○音楽会の服装について 
普段着で、上は白色、下は黒色の服をご用意ください。

柄が入っていても大丈夫です。ジャージや擦れると音の
出る服装はご遠慮ください。学校で着替えても、着用し
て登校してもどちらでも構いません。ご協力をお願いし
ます。 
○社会科見学について 
11月２日（水）に社会科見学で NTT技術史料館（武蔵

野市）に行きます。学校を 8:00に出発するので、7:50登
校予定です。通常より早い時間になりますので、ご家庭
でもお声掛けいただけたらと思います。当日、欠席の場
合は 7 時 20 分～7 時 40 分の間に学校に連絡してくださ
い。給食の時間には学校に戻ってきますので、弁当は必
要ありません。当日はランドセルではなく、リュックで
の登校になります。詳しくは配布したしおりをご覧くだ
さい。 

６年生 
 

 

【活動紹介】 

20日（木）に大塚警察による薬物乱用防止教室があ
りました。薬物の怖さなどについてお話していただき
ました。また、薬物に関する資料を見て学びを深める
ことができました。 

24日（月）には音楽鑑賞教室がありました。オーケ
ストラの楽器の種類について教えてくださり、指揮体
験も行うことができ、音楽の楽しさや面白さについて
学びました。 

27日（木）には陸上記録会に参加しました。100m走、
50mハードル走に出場しました。他校の児童とのレース
は緊張したようですが、どの子もベストを尽くすこと
ができました。 
【お知らせ】 
〇11月の予定について 
１日（火）、29日（火）にプレゼンテーション能力向

上プログラムを実施します。 
30日（水）に６年２組で研究授業を行う為、５時間

授業（他学級は４時間授業）となります。 
〇音楽会の服装について 
普段着で、服装の指定は特にありません。ジャージ

や擦れると音の出る服装はご遠慮ください。学校で着
替えても、着用して登校してもどちらでも構いません。
ご協力をお願いします。 

 


